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NO.1 



 
1. 	 主将挨拶・監督挨拶 
 
主将挨拶  
いよいよ 5 月 12 日より、関西インカレトラック＆フィールドの部が開催されます。

私たちは全員で戦おうということをテーマに、チーム一丸となってこの関西インカレに

心を向けてきました。今年は強い先輩方が抜け、苦戦が予想されます。昨年までのよう

に、大量得点を期待できる選手が少ない分、泥臭く得点を積み重ね、目標の総合 6位を
勝ち取りたいと思います。 

京都インカレでは、奮わないシーズンインとなってしまいましたが、先日行われたロー

ドの部での柴田の力走に見られるように、チーム状態は上がってきております。4日間
と長丁場ではありますが、部員一同、全力で戦いますので、蒼穹会の皆様には是非とも

競技場まで足をお運びいただき、ご声援の程よろしくお願い致します。 
京都大学陸上競技部主将	 足立	 涼 

監督挨拶  
ついに関西インカレを迎えることになりました。 

先日行われましたロードの部では、柴田(3)が粘りの走りを見せ 8位入賞を果たし、良
いスタートを切ることができました。 
男子は 6位を目指しての戦いになります。しかし現状は厳しく、内容次第では二部降格
の可能性もある状態です。そんな中でも前を向き、決して諦めることなくチームとして

戦っていきたいと考えています。 
今大会は 4回生がどこまで結果を残せるかに尽きると思います。400mの紀平(4)、
400mHの新村(4)、三段跳びの松下(4)は得点ラインからは少し離れていますが期待ので
きる選手たちです。また主将の足立(4)、チーフの岡野(4)を擁する 1500mや院生 3人で
出場する走幅跳、昨年も得点源となった 10000mWは大量得点が期待できます。 
女子は主将金澤(4)を中心に七大戦で勝てるチーム作りをしてきました。この試合で上
位入賞することは厳しいですが、各自実力を出し切って欲しいと思っています。 
蒼穹会の皆様には、日頃より多大なご支援、ご声援を頂き誠にありがとうございます。 
ご多忙とは存じますが、競技場にて直接ご声援を頂きますようよろしくお願い致します。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 京都大学陸上競技部監督	 西村	 優汰 

 

2. 	 関西インカレロードの部・結果 



（2016/4/20	 ヤンマーフィールド長居周回コース） 
 

 
ハーフ終了時の対校の部得点 
1位	 京都産業大	 20点	 	   4位	 関西大	 	 	 3点 
2位	 立命館大	 	 10点      5位	 京都大	 	 	 1点 
3位	 関西学院大	 7点 
	  

4月の陽気の中、関西インカレ最初の種目となるハーフマラソンには新田、下迫田、柴田
が出場した。レースは序盤大きな先頭集団を形成するが、徐々にペースが上がってくると

新田、下迫田は集団からこぼれてしまう。いずれも中盤以降は苦しい走りとなってしまっ

たが、下迫田は持てる力をしっかりと出し切り 13位と健闘した。レースは中盤以降、京産
大・寺西が大会記録ペースで独走し、関学・立命勢がそれを追う展開。柴田は中盤以降 9

位集団で粘りの走りを見せ、ラスト 1 周、前からこぼれ落ちる選手を拾って最後の力を振
り絞り 8位を死守。目標の 6位には届かなかったが、総合 6位に向け大きな 1点をもぎ取
った。	 

               
�左から下迫田(M1)、新田(5)、柴田(3) 
 



3. 	 関西インカレ展望 
 

～短距離～  
 
100m 
山木田	 雅  (4)    10.98 
石田	 真也	 (M1)  10.54 
 

100mは参加 A標準が 10.75、B標準が
11.00と、大幅に標準が上がったため、京
大からは 2 人のみの出場となる。石田は
昨年２位というすばらしい結果を残して

おり、実力は申し分ない。冬の終わりは怪

我に苦しんだが、関カレにむけては順調だ

という。決勝で関西のトップ選手とどんな

勝負をするのか期待したい。山木田の専門

は 200m だが、今シーズンは 100m の調
子が良いこともあり、関カレでは 100mに
出場することとなった。得意の後半を活か

してどのようにレースを組み立てるのか

注目していただきたい。今年の 100m は

大本命の多田修平（関西学院大）を筆頭に

レベルの高いレースとなることが予想さ

れる。準決勝に進むのに 10.6 台、決勝は
10.5 台の力が必要と予想される。京大の
力がどこまで通用するか、七大戦に向けて

もいい経験となるだろう。 
 
200m 
土屋	 佑太  (4)  21.47 
紀平	 直人  (4)  21.79 
 

100mと同様に、200mも標準が大幅に
上がり、2人での出場となった。土屋は後
半非常に強い選手である。また、とても頭

を使って練習しており、200mのレース展

開についてはいつも良いアドバイスをし

てくれる。関西トップレベルの選手と戦え

るこの機会に、思いっきり自分の力を試し

てきて欲しい。紀平は春先に 400m で

48.45 という素晴らしい結果を残してく
れた。練習を見る限り、短短種目の力もこ

の冬でかなりついていると思う。関カレで

は 400m やリレーも兼ねており、紀平の

力を思う存分発揮できると思うので、どん

な試合をしてくれるか非常に楽しみだ。

200mは 100mに比べ、誰が決勝に進むか
予想が難しい。それはつまり、京大にも十

分にチャンスがあるということだ。僅差の

勝負となる可能性が高いが、2人はこれま
でも多くの対校戦を経験してきた。その経

験を活かし、勝負強く戦ってほしい。 
 
400m 
庄司	 	 真  (M1)  48.82 
紀平	 直人  (4)    48.45 

男子 400m には庄司(M1)、紀平(4)が出
場する。庄司は怪我の影響もあり思うよう

に練習を積めていないが、自己ベスト付近

の水準まで復調している。関西インカレの

大舞台での自己ベスト更新を期待したい。

紀平は今年から 400m に本格参戦。人一倍
練習してきた。本人も 47秒台への自信も
見せており期待できる。決勝進出に向けて

快走する。	 

	 



	 

�200ｍ、400ｍ、マイルに出場する紀平(4)。
最近の好調を関カレでも存分に発揮でき

れば入賞も狙えるか。 
 
110mH 
佐藤	 優斗  (M1)  15.20 

男子 110mHには佐藤(M1)が出場する。
佐藤はこの冬は 110mHに専念して練習
してきた。京都インカレでは追い風参考な

がら自己ベストを上回るタイムを出して

いる。例年以上にレベルの高い今年の関西

インカレの舞台で自己ベスト更新はもち

ろん、念願の 14秒台に期待したい。	 

400mH 
新村	 航輝  (4)  53.02 

男子 400mHには新村(4)が出場する。
決勝進出には 51秒台が求められる。新村
は個人種目では初の関西インカレになる

が、今年は春先からこの関西インカレに向

けて調整している。低調な例年に比べ、今

年は高い水準でシーズンインできている。

52秒台は最低限、決勝進出に向けて最善
を尽くす。	 

4×100mR 
牧川	 真央	 (M2) 
石田	 真也  (M1) 
林	 	 大祐  (M1) 
土屋	 佑太  (4) 
山木田	 雅  (4) 
安藤	 滉一  (2) 
 
走順は安藤-石田-山木田-土屋を予定し

ている。今年は他大学も力のある選手を揃

えており、例年に比べても一筋縄ではいか

ないレースが予想される。だが、4継は冬
前から関カレ 3 位を目指して短短チーム
全体として取り組んできた。予選では強豪

である関西学院大と大阪体育大と同じ組

だが、この順位を狙うのであれば、その 2
校に食らいつく走りが必要となる。個々の

力はあるので、1人 1人が実力を出し切る
とともに、チーム全体でそれを支え、関西

上位に食い込んでくる。 
 
4×400mR 
紀平	 直人  (4) 
新村	 航輝  (4) 
庄司	 	 真  (M1) 
神先	 宏樹  (2) 
岡部	 龍樹  (4) 
山下	 拓輝  (2) 

昨年決勝進出を果たしたこの種目。オー

ダーは紀平―新村―神先―庄司を予定し

ているが調子を考慮して変更の可能性も

ある。昨年同様、前半から優位にレースを

進めることが求められる。よりハイレベル

なレースになることが予想されるが、それ

ぞれ確実に力をつけてきている。4人の調
子を合わせて決勝進出を果たしたい。 



女子 400m 
小野	 萌子  (2)  60.85 
 
女子 400mには小野(2)がエントリーし

ているが、先日肉離れをしたため出場でき

るか厳しいところである。いずれにしても、

京都インカレでは大学ベストも出してお

り今後の活躍が期待される。 
 
女子 4×100mR 
金澤	 和寿美  (4) 
山中	 遥加    (4) 
坂上	 小百合  (4) 
小野	 萌子 	  (2) 
完山	 聖奈  	 (2) 
 
走順は、金澤-完山-山中-坂上 を予定し

ている。本来は小野が走る予定であったが、

4月に肉離れをしてしまったため、代わり
に坂上が走ることになった。1走金澤はス
タートが得意な選手であり、4継の経験も
多い。3走の山中も経験は積んでおり、ま
ずはこの 2 人が安定した走りでチームを
支えてくれることが重要になってくる。完

山は春先に脚を痛めており、京都インカレ

は棄権していた。しかし、実力は京大の女

子選手の中でも 1，2 を争う選手であり、
今後の対抗戦でも活躍が期待される。ここ

で関西トップクラスの選手と走ることを

いい経験にして欲しい。 4 走坂上は
400m,800m を専門とする選手だ。ただ、

七大戦、東大戦で上位の選手と勝負するに

は、やはりスプリントの力も必須である。

ここで短短の種目にでることは非常によ

い経験になるだろう。女子 4 継は、関西
レベルで勝負できるかというと正直厳し

いところである。しかし、この関西インカ

レで走ることは、七大戦、東大戦に向けて

大きな経験となる。京大として記録を狙っ

ていくのはもちろん、関西の強豪チームに

良い刺激をもらってきて欲しい。 
 

～中距離～  
 
800m 
足立	 	 涼  (4)   1.55.93 
中井	 一宏  (M2)  1.55.72 

関西インカレ男子 800mは準決勝が無
く、例年通りだと 3組 2＋2と、かなりシ
ビアな試合になる。上位三人の実力が頭一

つ抜け出しており、決勝進出ラインは

1.53台あたりだと思われる。持っている
タイム的には決勝進出は容易ではないが、

チャンスがあるとすればハイペースな組

で＋進出を狙うことだと考えられる。スロ

ーペースに持ち込まれてしまうと着順で

決勝に行くのは難しいので、自ら勇敢にハ

イペースに持ちこめるかどうか、後は何と

してもプラスにねじ込む想いの強さ次第

だ。 

1500m 
岡野	 颯斗  (4)  3.56.45 
足立	 	 涼  (4)  3.51.67 

今年の関西インカレは神谷の一強。記録

的にみるとそのあとを関大の藤原、関学の

仲村、畑本の 3人が追う図になっている。
関西インカレの 1500決勝は例年スローペ
ースからのラスト勝負になる傾向が強い

が今年は関学が表彰台独占を狙ってくる

のはまず間違いないので、最初からレース

がハイペースで進む可能性も高くなると

思われる。岡野、足立も 3.50を切るレベ
ルに達しているので何とか神谷以外を倒



して表彰台を狙いたい。そのためにはレー

ス展開を瞬時に見極め、適切な位置取りで

レースを進めことがカギとなる。	 

	 

�主将として 800m、1500ｍに出場する
足立(4)。得意の 1500ｍで得点し、チーム
に勢いをもたらすことができるか。	 

 
女子 800m 
坂上	 小百合  (4)  2.21.84 
岸本	 絵理    (3)  2.20.79 

女子 800mには坂上、岸本の 2人が出
場する。持ちタイムでは組で6番、5番と、
準決勝進出の 6 組 3+6に入るには厳しい
ようにみえるが、どちらも組 3番手は
2.16~17あたりであり、臆することなく先
頭争いに加わろうとすれば 3着に入る可
能性もプラスで拾われる可能性は 0では
ない。自己ベストを出すには前に付いてい

くことは必至だ。岸本は今シーズン自己ベ

ストも更新し、走りにもかなりキレが増し

ているので今までとはひと味違う走りを

見せて欲しい。坂上は怪我の心配はあるが、

出るなら次につながるレースをしてほし

い。	 

女子 1500m 
増田	 茄也子  (2)  4.51.29 
 
昨年秋から男子顔負けの走り込みを行

い続け、着実に力を付けてきた増田。京都

インカレでは予選で関カレ B標準を切る
と、決勝にも進出を決める。京都インカレ

後も 4'45の A標準を目標に、課題である
スピードの強化を重点に置いて質の高い

練習をこなしてきた。	 

関西長距離界は全国トップレベル。関西イ

ンカレでは持ち味のスタミナを武器に、先

頭集団に食らい付く攻めの走りを見せて

ほしい。  
 

～長距離～  
 
5000m 
新田	 一樹  (5)  14.54.73 
柴田	 裕平  (3)  14.37.42 
尾崎	 	 拓  (3)  14.44.88 
 
柴田は昨日のハーフマラソンで善戦、持

てる力を存分に発揮し見事 8 位をもぎ取

った。その気持ちの強さとレース運びの巧

みさが柴田の最大の強みである。尾崎は故

障が心配であるが、スピードでは柴田と遜

色ない。新田は 2年生時にもこの種目を
走っており、当時の大学ベストを更新する

など相性の良い大会。先日の京都インカレ

でもしっかりと結果を出してくれた。総合

6位に向け、ここでの得点は非常に大きな
意味を持つ。	 

	 

	 

10000m 
尾崎	 	 拓    (3)    30.32.87 
下迫田	 啓太  (M1)  31.25.08 



 
尾崎・下迫田ともに集団に食らいついて

いきたい。下迫田は先日のハーフマラソン

でも今持てる力をしっかりと出し切って

健闘した。また、京都インカレでも調子が

万全ではない中、巧みなレース運びで得点

に絡んだ。尾崎は故障が響くが実力は誰も

が認めるところ。周りには実力者が揃うが、

例年入賞タイムは 31 分前後と十分に入賞

も狙えるはずだ。	 

 
3000mSC 
稲垣	 達也    (4)  9.29.72 
長谷川	 大智  (2)  9.33.36 
岡野	 颯斗    (4)  9.12.97 
 
岡野は京都インカレでベストを更新し、

1500m とともに非常に調子が良い。走力

は出場選手の中でもトップクラスなので

この関西インカレという舞台で大いに飛

躍してほしい。稲垣が京都インカレにおい

て見事に A 標準を切ったことは記憶に新
しい。こちらも万全の状態で関カレを迎え

る。長谷川は春先こそなかなか調子が上が

らなかったものの、関西インカレに向けこ

こにきて調子を上げている。得点が期待さ

れるこの種目、他校の取りこぼしをどれだ

け拾えるかが勝負となる。	 

 
10000mW 
秋本	 啓太  (2)  44.32.38 
山西	 利和  (3)  39.28.63 
大本	 康平  (3)  43.25.45 
 
 
男子 10000mW には山西、大本、秋本

が出場する。山西が狙うは大会新での優勝。

長期の故障があったが、この関西インカレ

で完全復活した姿を見せて日本、そして世

界で戦う一歩とする。大本も満足な状態と

は言えないが、毎度勝負所では力を発揮し

てきた。ここでどのような歩きをするか。

大本の実力の真価が問われる。持ち前の意

地の歩きを見せて欲しい。秋本は初めての

関西インカレ。後半での競り合いに加われ

れば得点のチャンスはある。例年よりレベ

ルの上がった本種目、新入生が多くあらゆ

るレース展開が考えられるが、焦らず自分

の力を発揮し、大量得点を狙う。 
 

 
�10000mWに出場する山西(3)。大会新を
叩き出して京大に勢いをつけられるかが

鍵となる。 
 
女子 10000mW 
髙野	 寛子  (2)  51.08.30 
 
女子 10000mW には高野寛が出場する。

高校時代の実力からすれば、大学では記録、

勝負共にまだ本人も物足りないであろう。

1 人でもしっかり練習を積んできたこと
を自信に、そして日本選手権での悔しさを

バネに、この関西インカレという舞台で勝

負し、目標の表彰台を勝ち取りたい。 
 

～跳躍～  
走幅跳 



西村	 優汰  (M2)  7m35 
石田	 真也  (M1)  7m48 
渡辺	 	 祥  (M1)  7m48 
 
今年の幅跳びは例年にも増して層が厚

く、7ｍ30以上で３人そろえることができ
た。だが、京大と同じように周りの大学も

レベルアップしてきており、決して楽はさ

せてもらえないだろう。本来の跳躍ができ

れば３人ともベスト 8 進出はほぼ間違い
なく、最初の一本目でどれだけ流れを掴め

るかが勝負の分かれ目になる。 
 
三段跳 
山岡	 隆央  (M1)  14m98 
渡辺	 	 祥  (M1)  15m23 
松下	 隼人	 (4)    14m18 
 
  渡辺と山岡は得点のボーダーライン上
に位置しており、非常にプレッシャーのか

かる中での出場であるが、対校戦の経験が

深く、幾度となくプレッシャーをはねのけ

てきた二人は、今回もしっかりと得点をも

ぎとってくるだろう。松下はどこまで上位

陣に食い下がれるか、パートチーフの意地

の見せどころである。 
 
棒高跳 
澤	 	 	 薫	 (3)  4ｍ61 
 
例年 4ｍ60が得点ラインであり、本来

なら得点が固いところであるが、澤は十種

競技も兼ねているので疲労との戦いにな

る。練習には人一倍多く取り組み体力もつ

いてきているところで、体調次第では蒼穹

記録の更新もあり得るだろう。 
 
女子走幅跳 

金澤	 和寿美  (4)  5m24 
 
京都ＩＣで痛め腰尾を引き練習を十分

には積めなかったが、その分筋力をアップ

させてきた。100％のパフォーマンスとま
で行かなくても、今後対校戦を戦っていく

ためにも自己ベスト付近の記録を残した

いところである。女子主将としての気合は

十分、頑張ってほしい。 
 
 
女子走高跳 
林	 	 玲美	   (2)  1m56 
  
林は冬季練以降調子を上げ、練習でも大

学ベストにせまる跳躍をしている。当日は

160を跳ぶのはもちろん、165の自己ベス
ト更新にも期待したい。今大会を自分の殻

を打ち破る大会にしてほしい。 
 

～投擲～  
 
ハンマー投 
浅野	 智司	 (3)  39.30 
 
男子ハンマー投げには浅野が出場する。

この冬しっかりと体をつくり、記録を大き

く伸ばしている。練習では習得中の四回転

投げで 40mを超える投擲をしており、本
番での大ベストに期待が懸かる。周りは格

上の選手ばかりだが、臆することなく自分

の投げをし、自己ベストを更新してチーム

に勢いをつけてほしい。 
 
やり投 
中山	 奎吾  (2)  58m75 
 
中山は、右肘の靭帯損傷及び剥離骨折の

ため棄権する。 
女子砲丸投 



横山	 優花	 	 (2)  9m85 
 
女子の砲丸投には横山が出場する。非常

に安定感のある選手で、冬は大きな怪我も

なく練習を積めており、この試合でも好記

録が期待できる。決勝進出ラインが 13m
付近と予想されるハイレベルな戦いとな

るが、一本一本落ち着いて投げ、自身の持

つ蒼穹記録を更新して昨年より成長した

姿を見せてほしい。 
 

 
�女子砲丸投と円盤投に出場する横山

(2)。自己ベスト更新が即蒼穹新となるこ
の二種目で、更なる蒼穹新樹立を目指す。 

 
女子円盤投 
横山	 優花	 	 (2)  34m51 
 
女子の円盤投には横山が出場する。京都

インカレ以降、専門種目の円盤投には力を

入れており、ターン技術の向上で投擲フォ

ームにも磨きが掛かっている。練習での記

録も着実に伸ばしており、西日本インカレ

の B標準(37m00)切りが期待できる。得点
争いに加わるのは厳しい位置にいるが、一

つでも上の順位を目指してもらいたい。 

 
 

 
～混成～  

十種競技 
澤	 	 	 薫  (3)  5848 
 
澤は大学から混成競技を始めたところで、

まだまだ成長段階にいる。最初の種目であ

る得意の 100ｍで流れを掴み、大幅な自己
ベストの更新を期待したい。今大会での得

点は厳しい位置にいるが、来年以降の活躍

の起点としてほしい。 

 

�十種競技のほか、棒高跳にも出場する澤

(3)。棒高跳では得点を狙えるぎりぎりの
位置におり、チームの目標達成の為には彼

の活躍が不可欠となるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. 	 関西インカレ競技日程 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. 	 京都インカレ結果 
 
第 80 回京都インカレ (4/8.9	 西京極 ) 
 
	 	 	 	 	 予決	 	 タイム	 風	 備考  
 
・男子対校の部  
 
対校得点	 52 点	 7 位 
 
▼100ｍ 
土屋	 佑太	 	 予   10.87  +0.5 
	 	 	 	 	 決  7位 10.91  +0.8 
澤	 薫	 	 	 	 予	  11.25  -1.6 
岡本	 和也	 	 予   11.60  -3.0 
▼200ｍ 
山木田	 雅	 	 予	  22.31  -2.0 
▼400ｍ 
紀平	 直人	 	 予	 48.52 
	 	 	 	 	 決	 3位 48.48 
神先	 宏樹	 	 予	 50.17       PB 
岡部	 龍樹	 	 予	 50.87 
▼800ｍ 
中井	 一宏	 	 予	 1.57.17 
          決	 4位 1.57.10 
友田	 浩平	 	 予	 2.00.06 
吉川	 慶	 	 	 予	 2.02.89 
▼1500ｍ 
岡野	 颯斗	 	 予	 4.05.09 
	 	 	 	 	 決	 2位 3.59.68 
土田	 侑秀	 	 予	 4.20.30 
	 	 	 	 	 決	     4.21.03 
▼5000ｍ 
新田	 一樹	 	 4位	 14.54.73   PB 
下迫田	 啓太	 6位	 15.11.72 
▼10000ｍ 
川井	 拓哉	 	 32.35.41         PB 
辻田	 智宏	 	 32.42.00 
我妻	 総	 	 	 35.04.36 
▼110ｍH 
佐藤	 優斗	 	 予	 15.13	 +2.4 
福島	 理	 	 	 予	 15.30	 +0.6  PB 
田中	 伸幸	 	 予	 15.51	 +2.1 
▼400ｍH 
新村	 航輝	 	 予	 53.78 
広兼	 浩二朗	 予	 56.96 
川﨑	 皓斗	 	 予	 58.87 

 
▼3000mSC 
岡野	 颯斗	 	 2位	 9.12.97	 	 PB 
稲垣	 達也	 	 4位	 9.29.72    PB 
長谷川	 大智	 	 	 	 10.15.97 
▼4×100ｍR 
紀平--山木田--岡本--土屋 
	 	 	 	 	 	 	 5位	 42.01 
▼4×400ｍR 
神先--新村--岡本--佐藤 
	 	 	 	 	 	 	 7位	 3.19.77 
▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 	 1.85 
森田	 悠也	 	 	 1.70 
▼棒高跳 
小野坂	 健	 	 	 3.80 
珍坂	 涼太	 	 	 3.60 
▼走幅跳 
澤	 薫	 	 	 	 6位	 6.72	 +1.7 
松下	 隼人	 	 	 	 	 6.56	 +3.0 
	 	 	 	 	 	 	 認定	 6.31	 +1.8 
▼三段跳 
西村	 優汰	 	 6位	 14.18	 +0.3 
松下	 隼人	 	 	 	 	 13.72	 -0.8 
伊東	 悠希	 	 	 	 	 NM 
▼円盤投 
金子	 渓人	 	 30.38 
山下	 圭二	 	 NM 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 38.00 
 
・女子対校の部  
 
対校得点	 19.5 点	 7 位 
 
▼100ｍ 
菅野	 紗希	 	   13.38	 -0.8 
金澤	 和寿美	   13.49  -1.5 
山中	 遥加	 	   13.63  +0.8 
▼200m 
菅野	 紗希	 	   28.05  -2.1 
山中	 遥加	 	   28.16  -2.1 
▼400m 
小野	 萌子	 	 予	 	 	 	 60.85	 CB 
	 	 	 	 	 	 	 決	 8位	 62.19 
坂上	 小百合	 予	 	 	 	 62.89 



▼800m 
岸本	 絵理	 	 予	 	 	 	 2.20.79  PB 
	 	 	 	 	 	 	 決	 6位	 2.23.19 
▼1500m 
増田	 茄也子	 予	 4.54.22        CB 
	 	 	 	 	 	 	 決	 4.51.29	 	 	 	 CB 
▼3000mSC 
小堂	 夏希	 	 5位	 12.27.03 
▼4×100ｍR 
山中－金澤－小野－坂上 
	 	 	 	 	 	 	 4位	 51.64 
▼走高跳 
林	 玲美	 	 	 4位タイ	 1.55 
▼棒高跳 
宮崎	 伶菜	 	 2位	 2.40 
▼走幅跳 
金澤	 和寿美	 決	 8位	 5.01	 +1.9 
宮崎	 伶菜	 	 	 	 	 	 	 4.53	 +2.4 
                  公認	 記録無し 
▼砲丸投 
横山	 優花	 	 決	 4位	 9.67 
▼円盤投 
横山	 優花	 	 	 34.51	 	 PB  蒼穹新 
▼ハンマー投 
横山	 優花	 	 決	 3位	 23.39     ♪ 

 
・オープンの部  
▼100ｍ 
牧川	 真央	 	 10.88	 +0.5 
▼800ｍ 
田中	 達也	 	 2.02.34 
▼走幅跳 
西村	 優汰	 	 7.21	 +2.2 
	 	 	 	 認定	 6.87	 +1.0 
渡辺	 祥	 	 	 7.10	 -1.5 
石田	 真也	 	 6.91	 +1.2 
山田	 健太郎	 6.62	 +1.7 
▼三段跳 
山岡	 隆央	 	 13.56	 -1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
6.	 個人戦・記録会の結果
(H27.11.21~H28.5.1) 
 
第 8 回京都陸協記録会 (11/22	 西京極
サブ ) 
▼5000m 
稲垣	 達也	 	 14.57.46  PB 
長谷川	 大智	 14.59.39  PB 
高石	 雅貴	 	 15.04.74 
松葉	 悠剛	 	 15.36.03 
村瀬	 颯登	 	 17.10.31  SB 
第 6 回京産大長距離競技会 (11/28	 京
産大 ) 
▼3000m 
岡野	 颯斗	 	 8.47.34 
友田	 浩平	 	 9.41.26 
▼5000m 
足立	 涼	 	   15.20.33 
土田	 侑秀	 	 15.46.38  PB 

�  
 
 
第 22 回 ひ ろ し ま 県 央 競 歩 大 会

2015(11/29	 東広島運動公園 ) 
▼男子 10000mW 
大本	 康平	 	 43.25.45  PB 
高野	 圭太	 	 43.31.26  PB 
秋本	 啓太	 	 44.32.38  PB 
海老原	 脩	 	 44.32.72  PB 
田中	 雄也	 	 45.51.63  PB 
▼女子 10000mW 
高野	 寛子	 	 51.08.3  ♪ 
第 69 回福岡国際マラソン選手権大会
(12/6	 福岡朝日国際マラソンコース ) 
▼フルマラソン 
平井	 幹	 	   2.31.40 
松葉	 悠剛	 	 2.33.58 
渡邊	 駿	 	   2.40.24 
久好	 哲郎	 	 DNF 



 
 
2015 兵庫実業団長距離記録会 (12/12  
尼崎 ) 
▼5000m 
岡野	 颯斗	 	 14.36.13  PB 
柴田	 裕平	 	 14.37.42  PB 
足立	 涼	 	   15.33.47 
三田国際マスターズマラソン (12/20  
三田ハーフマラソンコース ) 
▼ハーフマラソン 
岡本	 和晃	 	 1.11.52  PB 
第 1 回北和陸上競技記録会(12/23	 鴻
ノ池)  
▼200m 
神野	 洋介	 	 23.82  -0.2 
▼砲丸投 
神野	 洋介	 	 10.40 
▼円盤投 
神野	 洋介	 	 29.63 
第 3 回明石市長距離記録会 (1/10	 明石
公園陸上競技場 ) 
▼10000m 
川井	 拓哉	 	 33.15.63 
第 11 回風伝説駅伝 (1/24	 武庫川河川
敷 ) 
※大会側の測定ミスのため正確な合計

タイムは掲載しません。  
京都大学 A  18km 	 5位 
柴田	 裕平	 	 1区	 3km	 1位	 8.49 
久米	 祐輔	 	 2区	 3km	 7位	 9.27 
高石	 雅貴	 	 3区	 3km	 3位	 9.17 
長谷川	 大智	 4区	 3km	 9位	 9.51 
辻田	 智宏	 	 5区	 3km	 4位	 9.35 
我妻	 総	 	 	 6区	 3km	 6位	 9.33 
京都大学 B  18km 
川井	 拓哉	 	 1区	 3km	 12位	 9.29 
谷口	 博紀	 	 2区	 3km	 22位	 10.21 
足立	 大宜	 	 3区	 3km	 15位	 10.19 
森田	 大地	 	 4区	 3km	 14位	 10.16 
渡邊	 康介	 	 5区	 3km	 10位	 9.56 
久米	 祐輔	 	 6区	 3km	 9位	  9.57 
H27 年度和歌山陸上競技協会競歩大会
（1/24	 紀三井寺公園）  
▼10000mW 
秋本	 啓太	 	 44.57.23 
海老原	 脩	 	 45.26.54 
田中	 雄也	 	 46.48.73 

第 70 回兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会
（2/7	 加古川河川敷）  
柴田	 裕平	 4区	 8.195km	 25.11 
岡本	 和晃  7区	 6.0km	 	 19.00 
第 99 回日本陸上競技選手権大会 (2/21  
六甲アイランド甲南大学周辺コース ) 
▼男子	 20kmW 
高野	 圭太	 	 1.35.01  ♪ 
大本	 康平	 	 1.41.57 
▼女子	 20kmW 
高野	 寛子	 	 1.54.13  ♪ 
 
京都マラソン 2016(2/21  西京極～平
安神宮コース ) 
▼マラソン 
松葉	 悠剛	 	 2.32.54 
横山	 裕樹	 	 2.55.46 
中井	 一宏	 	 2.59.25 
久好	 哲郎	 	 3.30.24 
見鳥	 大樹	 	 3.46.40 
第 19 回日本学生ハーフマラソン選手権
大会 (3/6  立川駐屯地・昭和記念公園 ) 
▼ハーフマラソン 
柴田	 裕平	 	 1.06.26  ♪ 
下迫田	 啓太	 1.06.46  PB 
新田	 一樹	 	 1.07.20  PB 
久米	 祐輔	 	 1.07.54  ♪ 
高石	 雅貴	 	 1.08.01 
稲垣	 達也	 	 1.08.45  ♪ 
辻田	 智宏	 	 1.10.15  ♪ 
寶	 雄也	 	 	 1.11.09  PB 
渡邊	 駿	 	 	 1.11.24 
第 71 回びわ湖毎日マラソン大会 (3/6 )  
▼マラソン 
平井	 幹	 	 	 2.39.04 
篠山 ABC マラソン (3/6  丹波篠山 ) 
▼マラソン 
岡本	 和晃	 	 2.54.30  ♪ 
平成 27 年度第 2 回学連競技会 (3/14,15  
西京極 ) 
・男子の部  
▼100m 
山木田	 雅	 	 11.21  +0.1 
土屋	 佑太	 	 11.24  +0.2 
林	 大祐	 	 	 11.26  +0.1 
眞武	 俊輔	 	 11.29  +0.6 
澤	 薫	 	 	 	 11.41  -0.3 
岡本	 和也	 	 11.52  +0.1 



佐藤	 啓太	 	 11.60  +0.1 
八木	 孝憲	 	 11.81  +1.0  CB 
珍坂	 涼太	 	 11.89  ±0.0 
清水	 良輔	 	 12.03  +1.5 
坂口	 雄太	 	 12.05  +0.1 
▼200m 
紀平	 直人	 	 22.43  +6.5 
岡本	 和也	 	 22.47  +2.9 
山木田	 雅	 	 22.54  +0.8 
牧川	 真央	 	 22.58  +6.5 
新村	 航輝	 	 22.64  +3.2 
清水	 良輔	 	 22.64  +2.3 
梶原	 諒一	 	 24.02  +2.3 
金子	 渓人	 	 24.39  +2.3 
小林	 直礼	 	 25.13  +1.7  PB 
▼400m 
紀平	 直人	 	 50.17 
岡部	 龍樹	 	 52.05 
山下	 拓輝	 	 52.80  	 CB 
梶原	 諒一	 	 55.96 
天野	 康平	 	 56.05 
▼800m 
足立	 涼	 	 	 1.57.26 
中井	 一宏	 	 1.58.31 
櫻井	 大介	 	 1.58.81 
吉川	 慶	 	 	 2.01.69 
松田	 優拓	 	 2.02.28 
田中	 達也	 	 2.06.04 
見鳥	 大樹	 	 2.09.36 
永岡	 源太郎	 2.10.61 
▼1500m 
岡野	 颯斗	 	 4.01.57 
足立	 涼	 	 	 4.02.62 
新田	 一樹	 	 4.06.75 
川岸	 亮平	 	 4.29.58 
河村	 一輝	 	 4.45.92 
▼110mH 
牧川	 真央	 	 15.10  +4.5 
佐藤	 優斗	 	 15.33  +4.5 
黒瀬	 慶	 	 	 16.23  +3.5 
神野	 洋介	 	 16.82  +3.5 
▼400mH 
新村	 航輝	 	 54.70 
平田	 泰行	 	 61.05 
▼3000mSC 
岡野	 颯斗	 	 9.39.85 
▼男子 4×100mR 
広兼－岡部－	 	 	 3.33.06 

天野－梶原 
▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 NM 
森田	 悠也	 	 NM 
▼走幅跳 
林	 大祐	 	 	 6.71  +2.8 
   (公認記録	 6.33  +1.6) 
澤	 薫	 	 	 	 6.37  +4.0 
牧川	 真央	 	 NM 
福島	 快	 	 	 NM 
▼三段跳 
山岡	 隆央	 	 NM 
▼円盤投 
山下	 圭二	 	 30.92 
金子	 渓人	 	 NM 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 33.53 	 	  PB 
神野	 洋介	 	 26.34 	 	  PB 
佐藤	 啓太	 	 24.85 	 	  PB 
・女子の部  
▼100m 
金澤	 和寿美	 13.75  ±0.0 
山中	 遥加	 	 14.03  -0.1 
▼200m 
山中	 遥加	 	 28.05  +4.3 
▼400m 
坂上	 小百合	 65.06 
▼1500m 
増田	 茄也子	 5.05.93  	 CB 
▼3000mSC 
小堂	 夏希	 	 12.16.96 
▼走幅跳 
金澤	 和寿美	 4.44  +1.3 
宮崎	 伶菜	 	 1.34  +1.4 
▼砲丸投 
横山	 優花	 	 9.46  	 PB  蒼穹タイ 
▼円盤投 
横山	 優花	 	 32.23 
平成 27 年度兵庫実業団記録会 (3/19  
ベイコム陸上競技場 ) 
▼5000m 
辻田	 智宏	 	 15.24.09 
我妻	 総	 	 	 15.32.37  	 PB 
渡邊	 駿	 	 	 15.41.42 
長谷川	 大智	 16.05.82 
川井	 拓哉	 	 16.11.54 
小柴	 鷹介	 	 17.13.71  	 PB 
森田	 大地	 	 17.24.79 



冨永	 貴弘	 	 18.11.23 
 
第 1 回岐阜経済大学陸上記録会 (3/19  
岐阜経済大学 ) 
▼100m 
山木田	 雅	 予	 	 11.05        +1.7 
	 	 	 	 	 	 A決	 3位	 10.98  +0.2 
▼200m 
山木田	 雅  夕決	 2位	 22.10  +1.6 
第 10 回日本学生 20km 競歩選手権大会
(3/20  能美市営 20km コース ) 
▼男子 20kmW 
秋本	 啓太	 	 1.33.31      ♪ 
田中	 雄也	 	 DNF 
山西	 利和	 	 DNF 
▼女子 20kmW 
高野	 寛子	 	 1.49.05  PB  蒼穹新 
第 42 回びわこ成蹊スポーツ大学記録会
(3/27  びわこフィールド ) 
▼800m 
橋本	 浩法	 	 2.13.21 
▼1500m 
土田	 侑秀	 	 4.25.30 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 35.01 
第 6 回奈良市記録会 (3/28  鴻ノ池陸上
競技場 ) 
・男子の部  
▼100m 
紀平	 直人	 	 10.96  +2.3 
石田	 真也	 	 11.00  -0.1 
眞武	 俊輔	 	 11.13  +0.6 
岡本	 和也	 	 11.32  +2.1 
佐藤	 優斗	 	 11.38  +0.8  PB 
佐藤	 啓太	 	 11.53  +0.9 
備藤	 翼	 	 	 11.62  -2.2 
小野坂	 健	 	 11.63  +0.9 
珍坂	 涼太	 	 11.75  -2.2 
▼200m 
備藤	 翼	 	 	 22.88  +1.3 
▼400m	  
紀平	 直人	 	 48.96        PB 
新村	 航輝	 	 50.33 
神先	 宏樹	 	 51.16 
岡本	 和也	 	 51.35 
天野	 康平	 	 56.09 
▼110mH 
佐藤	 優斗	 	 15.33  +1.3 

▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 NM 
▼棒高跳 
小野坂	 健	 	 3.80   PB 
珍坂	 涼太	 	 3.60 
▼走幅跳 
日浦	 幹	 	 	 6.64   +4.8 
        公認	 6.26   +0.7 
松下	 隼人	 	 5.94   +2.4 
        公認	 5.79   +1.4 
▼三段跳 
松下	 隼人	 	 13.30  +1.2 
日浦	 幹	 	 	 13.00  +1.9 
伊東	 悠希	 	 12.78  +1.0 
▼砲丸投 
神野	 洋介	 	 9.97 
▼円盤投 
神野	 洋介	 	 29.31 
▼やり投 
中山	 奎吾	 	 54.44 
・女子の部	  
▼100m 
山中	 遥加	 	 13.79  +1.8 
▼200m 
山中	 遥加	 	 27.69  +2.2 
▼砲丸投 
横山	 優花	 	 9.85   PB  蒼穹新 
▼円盤投 
横山	 優花	 	 33.46  PB  蒼穹新 
▼やり投 
横山	 優花	 	 21.41 
2015 年度第 3 回北和陸上競技記録会
(3/30  鴻ノ池陸上競技場 ) 
・男子の部  
▼100m(Ⅰ) 
石田	 真也	 	 11.34  -2.7 
林	 大祐	 	 	 11.34  -2.5 
土屋	 佑太	 	 11.35  -2.7 
紀平	 直人	 	 11.45  -2.7 
福島	 理	 	 	 11.98  -1.0 
神野	 洋介	 	 12.14  -0.6 
豊本	 竜希	 	 12.66  -0.9 
▼100m(Ⅱ） 
土屋	 佑太	 	 10.95  +3.0 
石田	 真也	 	 10.96  +3.0 
紀平	 直人	 	 10.98  +3.0 
林	 大祐	 	 	 17.04  +3.0 
▼200m 



土屋	 佑太	 	 22.01  -0.1 
紀平	 直人	 	 22.24  -0.1 
▼400m 
紀平	 直人	 	 48.45   PB 
豊本	 竜希	 	 56.89 
▼110mH 
福島	 理	 	 	 15.56  +2.4 
田中	 伸幸	 	 15.85  -0.8 
黒瀬	 慶	 	 	 16.46  +2.4 
八木	 孝憲	 	 16.59  +2.4 
▼400mH 
川﨑	 皓斗	 	 59.64 
▼走高跳 
神野	 洋介	 	 1.60 
▼走幅跳 
西村	 優汰	 	 6.60   -4.3 
石田	 真也	 	 6.56   -0.5 
林  大祐	 	 	 6.26   -3.1 
山田	 健太郎	 6.05   -4.4 
松下	 隼人	 	 5.97   -0.6 
福島	 快	 	 	 5.15   -3.0 
伊東	 悠希	 	 5.14   -0.3 
▼三段跳 
山岡	 隆央	 	 13.97  -0.9 
日浦	 幹	 	 	 NM 
▼やり投 
神野	 洋介	 	 44.85 
・女子の部 
▼100m(Ⅰ) 
金澤	 和寿美	 13.81  -2.3 
小野	 萌子	 	 13.93  -3.1 
▼100m(Ⅱ） 
金澤	 和寿美	 13.52  +0.3 
▼400m 
小野	 萌子	 	 61.18 
▼走幅跳 
金澤	 和寿美	 4.90   -1.3 
▼砲丸投 
横山	 優花	 	 9.41 
2015 年度第 4 回北和陸上競技記録会
(3/31  鴻ノ池陸上競技場 ) 
・男子の部  
▼200m 
神野	 洋介	 	 24.53  -1.2 
▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 1.96 
森田	 悠也	 	 1.65 
▼走幅跳 

神野	 洋介	 	 4.57   -0.4 
▼三段跳 
山岡	 隆央	 	 13.83  +0.7 
日浦	 幹	 	 	 13.11  -1.7 
神野	 洋介	 	 NM 
▼やり投 
浅野	 智司	 	 45.92 
・女子の部  
▼100m(Ⅰ) 
菅野	 紗希	 	 13.52  +1.5  CB 
宮崎	 伶菜	 	 14.59  -0.3 
▼100m(Ⅱ） 
菅野	 紗希	 	 13.37  +0.3  CB 
宮崎	 伶菜	 	 14.49  +1.1 
▼走高跳 
林	 玲美	 	 	 1.50 
▼走幅跳 
宮崎	 伶菜	 	 4.35 
▼やり投 
横山	 優花	 	 22.66 
第 82 回兵庫学生陸上競技対校選手権大
会兼女子選手権大会 (4/2  明石公園 ) 
・オープンの部  
▼3000mSC 
岡野	 颯斗	 	 9.22.33 
稲垣	 達也	 	 9.35.34      PB 
岡本	 和晃	 	 9.50.05 
▼10000mW 
秋本	 啓太	 	 46.13.96 
海老原	 脩	 	 47.25.02 
田中	 雄也	 	 48.55.88 
大本	 康平	 	 DQ 
第 1 回名古屋地陸上競技大会(4/2.3   パ

ロマ瑞穂スタジアム )  
▼走幅跳 
福島	 快  	 	 5.90  +4.2 
        公認	 5.62  +1.9 
第 25 回金栗記念選抜陸上中長距離熊本
大会 (4/4  熊本総合運動公園 ) 
▼1500m 
足立	 涼	 	 	 タ決	 3.59.17 
H28 年度第 1 回強化普及記録会 (4/4  
鴻ノ池陸上競技場 ) 
▼100m 
杉本	 祥馬	 	 13.32  -0.2 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 38.94        PB 
 



 
 
第 64 回大阪学生陸上競技対校選手権大
会 (4/5.6  ヤンマーフィールド長居 ) 
・オープンの部  
▼10000m 
柴田	 裕平	 	 31.04.38     PB 
久米	 祐輔	 	 31.31.31 
高石	 雅貴	 	 DNF 
▼十種競技 
澤	 薫	 	 	 	 5848        PB 
(10.93(+1.8),6.65(-0.1),7.80,1.60,52.18 
17.35(+1.2),25.24,4.40,40.56,4.59.20) 
安達	 真武	 	 3868 
(12.65(+0.9),5.25(-1.0),7.34,1.60,56.50 
21.03(+1.2),22.45,NM,39.20,5.00.70) 
兵庫春季記録会 (4/9.10  神戸ユニバ
ー ) 
▼400m 
庄司	 真	 	 	 51.53 
▼3000mSC 
岡本	 和晃	 	 9.25.33 
H28 年度第 1 回京都陸協記録会 (4/10  
西京極 ) 
▼100m 
平田	 泰行	 	 11.71  -1.3  CB 
清水	 良輔	 	 11.93  -1.6  CB 
▼400mH 
平田	 泰行	 	 59.71 
▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 1.85 
▼円盤投 
金子	 渓人	 	 31.87  	 	  PB 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 39.30  	 	  PB 
平成 28 年度第 1 回京都産業大学長距離
競技会 (4/16  京産大 ) 
▼1500ｍ 
河村	 一輝	 	 4.40.65 
▼5000ｍ 
谷口	 博紀	 	 15.44.44    PB 
渡邊	 康介	 	 16.37.98    CB  
小柴	 鷹介	 	 17.00.36    PB 
森田	 大地	 	 17.32.79 
冨永	 貴弘	 	 18.41.89 
第 61 回大阪三大学対校陸上競技大会
(4/16  堺市金岡公園陸上競技場 ) 
・オープンの部  

▼800ｍ 
中井	 一宏	 	 1.55.72 
田中	 達也	 	 2.00.49     CB 
吉川	 慶	 	 	 2.03.17 
友田	 浩平	 	 2.05.21 
足立	 涼	 	 	 DNF 
H28 年度第 1 回大体大競技会 (4/16  大
体大 ) 
▼110mH 
田中	 伸幸	 	 15.72  +0.9 
▼400mH 
広兼	 浩二朗	 56.21 
▼走高跳 
竹田	 風馬	 	 1.80 
▼棒高跳 
珍坂	 涼太	 	 3.80 
▼円盤投 
金子	 渓人	 	 30.39 
大橋	 悟	 	 	 30.38       ♪ 
▼ハンマー投 
浅野	 智司	 	 35.57 
第 37 回岐阜県春季陸上競技大会 (4/16  
岐阜メモリアルセンター) 
▼200m 
山木田	 雅	 予	 	 	 	 22.22  +0.4 
	 	 	 	 	 	 決	 5位	 22.87  -3.5 
第 18 回長野マラソン (4/17  長野運動
公園発長野オリンピックスタジアム着

コース ) 
▼マラソン 
寶	 雄也	 	 	 2.58.55     ♪ 
第 2 回京都陸協記録会 (4/24  西京極 ) 
・男子の部  
▼100m 
佐藤	 啓太	 	 11.58  +0.6 
平田	 泰行	 	 11.71  +1.3 
▼200m	  
佐藤	 啓太	 	 23.36  +1.1 
清水	 良輔	 	 23.93  +2.2 
▼800m 
永岡	 源太郎	 2.09.80 
▼110mH 
八木	 孝憲	 	 17.92 
▼400mH 
平田	 泰行	 	 59.18 
川﨑	 皓斗	 	 59.42 
▼走幅跳 
澤	 薫	 	 	 	 6.13  +1.9 



・女子の部  
▼800m 
岸本	 絵理	 	 2.21.34 
 
▼走幅跳 
完山	 聖奈	 	 4.47  -1.2 
H28 年度第 1 回奈良市記録会 (4/24  鴻
ノ池陸上競技場 ) 
▼100m(Ⅰ) 
安藤	 滉一	 	 10.96  +1.2  PB 
▼100m(Ⅱ) 
安藤	 滉一	 	 10.92  +0.6  PB 
▼200m 
安藤	 滉一	 	 21.90  +0.7  CB 
▼400m 
山下	 拓輝	 	 52.02        CB 
▼110mH 
黒瀬	 慶	 	 	 16.16  +1.3  CB 
▼走幅跳 

福島	 快	 	 	 NM 
大阪陸上カーニバル (4/24  ヤンマーフ
ィールド長居 ) 
▼100m 
石田	 真也	 予	 10.83  -1.4 
牧川	 真央	 予  11.00  +1.5 
▼110mH 
田中	 伸幸	 予  15.86  -1.8 
▼走幅跳 
牧川	 真央  決	 5位	 6.74  +0.2 
松下	 隼人  決       6.40  -0.5 
石田	 真也  決       NM 
第 2 回大阪体育大学中長距離競技会
(4/30  大体大 ) 
▼1500ｍ 
岡野	 颯斗	   3.55.68 
足立	 涼	 	   3.58.97 
川岸	 亮平	   4.24.34 
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